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道の駅はなまき西南からお知らせ

■ 道の駅はなまき西南開所１００日祭イベントを開催しております！
お陰様で道の駅はなまき西南は、今年８月 7 日にオープンしてから 11 月 14 日で開所 100 日を迎えまし
た。今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため賑やかなオープン行事も控えざるを得ない中での開所
式となり、地域の皆様の積極的な参加による催しもできませんでした。開所 100 日を迎え、地域の皆様と共
に道の駅を盛り上げていただく機会として記念行事を下記の期間で開催しております。皆様のおこしをお待
ちしております。
期 間 11 月 14 日～23 日までの 10 日間
内 容
15 日（日） 11 時～ 学校法人笹間学園 笹間保育園の園児による「大黒舞」の演舞
21 日（土）
・22 日（日）
・23 日（月）10 時～ 「フリーマーケット」
14 日から道の駅はなまき西南の「道の駅 切符」を販売しております。
※イベントの駐車場は、ファミリーマート北側（砂利部分）をご利用ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、検温、マスクの着用、手指の消毒にご協力ください。
問い合わせ 道の駅はなまき西南 安藤・高橋まで ☏ ２９-５５２２
保健福祉部より報告

生活環境部より報告

■ 食と健康講座 第１回目「３Ｂ体操」が
開催されました。
10 月２２日(木)

■ 高村山荘のカタクリ周辺の
落葉清掃をしました。 １１月８日（日）

冨手京子先生に３Ｂ体操
を教えていただきました。
また今回は、タオルを使
用した肩こり解消の体操や
骨粗しょう症を予防する体
操、つまづき解消の足指で
タオルを寄せる手軽なトレ
ーニングを教えていただき
ました。こまめに続けること
が大切だということです。

生活環境部で毎年
春に定植しているカタ
クリの花を守るために
落葉清掃をしました。
当日は、雨が降る中
での作業となりまし
た。生活環境部の皆さ
ん 、寒い中、大変 お疲
れさまでした。

保健福祉部より報告

保健福祉部よりお知らせ

■ 食と健康講座 第２回目「男の料理教室」が
開催されました。
１１月５日（木）

■ ほのぼの子育てサロン 第３回目
クリスマス会を開催します。

男の料理教室が開催され、
「おかずにもなる手軽なおつ
まみ７品」を佐藤ユウ先生に教
えていただきました。鯖缶やリ
ンゴなど手に入れやすい食材
を使ったメニューでした。教室
に参加された皆さんは、自宅
でも試してみてください。
次回３回目は、1/21（木）に佐
藤ユウ先生の講話になります。

日
場
内

時 ： １２月 5 日（土）１０：００～
所 ： 太田振興センター
容 ： 親子で歌って遊びましょう 新渕久郎先生
絵本の読み聞かせ クリスマス会
申込み ： はじめて参加をご希望の方は、
１１月２７日（金）までに
太田地区振興会へ ☏ ２９-４４８１

タイヤ交換はお早めに!
心に余裕をもって運転しましょう！

しした
いきいきサロンの活動紹介

「上太田いきいきサロン」
上太田いきいきサロンの皆さんは、月１回程、交流会をされて
いるそうです。この日は、あけぼの会館でお茶を飲みながらの交
流会とミレットキッチン花の雑穀弁当の昼食をいただくというこ
とでした。新型コロナウイルス感染症の影響で今年は、サロンの
開催が７月からスタートし、伺った１０/１４は今年度３回目とのこと。
いつもだと年２回程、日帰り温泉に行くこともあるそうです。
上太田いきいきサロンのサポート役をしていらっしゃるのは、
民生委員の本舘真子さん。「ここにいる皆さんは、自分の親のよ
うな存在です。幸い皆さんは、ご家族と暮らしているので安心で
す。一人暮らしの方がいらしたらとても心配です。」と話されてお
りました。自分のほかにサポートする人がもう一人いれば、温泉
に行った時も安心だと思うといったお話も。さらに今年は、コロナ
の関係で今までのように開催できないご苦労もあるようです。
この日も皆さん、マスク着用で対策もしっかりされておりました。
サロンにいらしている方に
お話を伺うと元気の秘訣は、
暑い夏でも畑仕事をすること
なそうです。「頭も体も使うか
らいいんだよ。」と話しており
ました。もう一つは、人と会っ
て話をすることなそうです。
皆さんの明るい笑い声が絶
えないサロンでした。

●自然探訪教室③鳴子峡を探訪しました。
１０月２０日（火）

当日は、秋晴れで紅葉に
は、少し早かったのですが、
大深沢の山道を散策しまし
た。今年はコロナの影響で、
春の花を探訪することが出
来ませんでしたが、夏の安
比では、ブナ林を探訪し、鳴
子峡では、下から橋の絶景
を望むことが出来ました。

１１月の予定
◆こだま学園⑥
日時：１７日(火)１４:００～
場所：太田振興センター
内容:舞台鑑賞「スコップ三味線」
講師：ひょっとこ太郎さん
（スコップ三味線世界大会チャンピオン）

※受講生以外でも参加出来ます。

◆西南地区茶道教室
日時：２６日(木)９:３０～
場所：むらの家

１２月の予定
◆こだま学園⑦閉講式
日時：８日(火)１３:３０～
場所：太田振興センター
内容：「初めての方のための
スマートフォン講座」
場所：太田振興センター
講師：NTTdocomo 協力

◆ふるさと会
日時：１２日(土)１２:２０～
場所：むらの家
内容：案内板ポール設置

●七宝焼教室

１０月７日（水）・14 日（水）・21 日（水）

平賀喜代美さんを講師に迎え、３
回開催されました。今年は、主に銀
箔七宝について体験をしました。
今年は、新型コロナウイルス感染
症の影響により地区の文化祭も中
止となりましたが、いつか皆様に作
品をお披露目出来ることを楽しみ
に作りました。

●太田地区自治公民館連絡協議会の皆さんが、
盛岡中央卸売市場を視察見学しました。
１０月２３日（金）

盛岡中央卸売市場の
職員の方と一緒にマグロ
の冷凍庫やバナナ室、花
きのせりなどを見学しま
した。普段目にすること
が で きな い 岩 手県 内 外
の食品の流通について
教えていただきました。

●太田地区公衆衛生組合連絡協議会の皆さんが、
岩手中部クリーンセンターを視察見学しました。
１０月２９日（木）

岩手中部クリーンセンター
の職員の方から説明をいただ
きながら可燃物のピットやクレ
ーンでゴミを混ぜる様子、中
央制御室等を見学しました。北
上市、遠野市、花巻市の中で花
巻市のゴミの量が一番多いそ
うです。その他、可燃ごみの持
込み方や一日の受け入れの量
も教えていただきました。

太田振興センターの
暖房使用料について
太田振興センターで暖
房機器を要した場合、燃料
費をいただいております。
《暖房使用料》１時間１台あたり
※３０分以上は切り上げです。

○講義室
１台 ７０円
○調理室、和室、大広間
ブルーヒーター １台 １５０円
設置型大型暖房器 １台 １５０円
（コロナ・サンポット １台 1６0 円）

移動図書館車
（ぎんが号）運行日程
（１２月）
◎農協太田支店前
３日（木）13:10～13:30

●シルバー人材センターの皆さん、
ありがとうございました。 １０月３０日（金）
シルバー人材センタ
ーの皆さんに太田振興
センターの植木の剪定
や落葉清掃をしていた
だきました。お陰様でき
れいになりました。毎年
ありがとうございます。

●老人クラブ女性部の皆さん、
ありがとうございました。 １１月５日（木）
老人クラブ女性部の
皆さんに太田振興セン
ターの花壇や外回りの
清掃をしていただきま
した。１年間、美化活動を
していただき、ありがと
うございました。

